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町内の中学２年生を対象に職場体験学習が
行われました（10ページに関連記事）

今月の主な内容
●特集 地域の仕事と生活をサポートします
●子育てサポートプロジェクト【第10回】

●熱中症・食中毒に気をつけて、夏を元気に過ごそう
（すこやかだより）

ほか

集
特

地域の仕事と生活をサポートします
〜南部町地域しごと支援センター〜

南部町への移住を促進し南部町民の生活をサポートするため、企画政策課内に
南部町地域しごと支援センターを開設しました。

年６月より︑役場で職業紹介

職業紹介業務を開始しました
平成

ができるようになりました︒ハローワ
ークと同じようにお仕事の斡旋が可能
です︒

職業紹介 ご利用のながれ

①当センターに

求職申込書を

提出していた

だきます︒︵様

ームページか

式は南部町ホ

いる方や︑転職を考えているがハロー

らダウンロー

南部町への移住やＵ ターンを考えて

ワークに行くには時間のない方など︑

ド可能です︶

④紹介状や履歴書を持参のうえ︑応募

があれば紹介状を発行します︒

③求人内容を確認していただき︑希望

絡します︶

望に添った内容の求人を探してご連

ターからご連絡します︒︵なるべく希

ご希望に添った求人があれば当セン

②希望職種や就業形態等をお伺いし︑

お気軽にご相談ください︒

■紹介対象者 ／南部町民または南部町
への移住希望者

■紹介先事業所 ／就業場所が鳥取県西
部地域にある事業所

■その他
●ご高齢の方︑障がいをお持ちの方な
ど︑国の助成金制度の対象となり得
る場合等︑ハローワークでの職業紹
介をお願いする場合があります︒
年９月︵予定︶よりハローワ

先事業所の採用試験を受験していた

●平成

ークで公開されている求人が︑役場

だきます︒

⑤事業所より︑求職者と当センターに

窓口で検索できるようになります︒
●町に提出された求人は︑随時南部町
ホームページで公開しています︒

採否結果が通知されます︒

2

№131

2015.８

広報なんぶ

働
27
27

■対象者 ／平成 年４月１日以降に南
社宅等の給与住宅を除く︶に賃貸契

部町内の民間賃貸住宅︵公営住宅や

宅手当等の支給がある場合︑その金

万５千円／月︶︒ただし勤務先から住

月３万円以上の家賃の一部︵最大１

●家賃奨励金

約して居住し︑町内に定住する意思

額は家賃から控除します︒

南部町が行っている定住施策で
﹁地域しごとセンター﹂で取り扱っ
を有する世帯で次のいずれかに該当

❸専門業者が水まわりなど最低限の住

ている制度の一部を紹介します︒

■ 助 成 期 間 ／最大 ２年間︵各年度ごと

ます。

する世帯︒

の申請となります︶

❻10年後、物件を所有者様にお返しし

●申請日において︑夫婦のいずれか一

■申請時に必要な書類

のみ）をお支払いします。

歳以下で︑婚姻後５ 年を経過

●世帯全員の住民票
●戸籍抄本︵新婚世帯のみ︶

●雇用主による住宅手当等の支給額を

プラス

方が

空き家一括借上げ制度のながれ

証明する書類

額／年）＋処分費・清掃費（初年度

新婚・子育て世代の家賃助成

「空き家一括借上げ制度」を設けてい

●賃貸借契約書の写し

❺契約期間中、賃料（固定資産税相当

していない世帯︒

が高額になる場合等、お断りする場

新婚や子育て世代の方の移住・定住

合があります）

●申請日において︑中学生以下の子ど

約が可能か判断します。
（住宅改修費

もと同居し扶養している世帯︒

❷不動産会社と共に物件を確認し、契

を促進し︑地域の活性化を図るため︑

住宅として移住希望者の方に貸し出す

■その他 ／奨励金は︑３月分までの家

家賃の収受などを行います。

■助成額

などご相談ください。

私たちにお尋ねください︒

︻問い合わせ先︼南部町地域しごと

支援センター
︵法勝寺庁舎・企画政

策課内︶☎６６ ３
‐１１３

（左から）吹野友昭、加藤潤、牧田加奈子

27

❶所有者様から随時相談をお受けします。

南部町子育て世代等応援定住促進奨励

家を町が所有者様からお借りし、賃貸

賃を支払った後に実績報告書を提出

❹不動産会社が管理、入居者の募集、

金制度を新たに創設しました︒

そこで、住む人のいなくなった空き

●入居時奨励金

う方もたくさんおられます。

町内の民間賃貸住宅︵アパート等︶

件が見つからず移住をあきらめてしま

家賃１ヵ月分

内の賃貸住宅の数は限られており、物

にお住まいの方で︑３万円以上の家賃

方が増えています。しかしながら、町

︵限度額５万円・

近ごろ南部町への移住を希望される

をお支払いの方が対象となります︒

ます。空き家の維持管理にお困りの方

していただき︑その後の支給となり

します）

50

初年度のみ︶

宅改修を行います。
（費用は町が負担

ます︒
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住

空き家を探しています

昨年度から少子化対策・子育て支援事業として本格的に

第10回

毎月第３日曜日の
かぞくの日

スタートした『〜未来へつながる〜子育てサポートプロ
ジェクト』に関連する事業を、シリーズでご紹介してい
きます。第10回目の今回は『毎月第３日曜日のかぞく
の日』についての情報をお届けします。

南部町『かぞくの日』を楽しもう!!みんな集まれ！あそぼう広場☆
毎月第３日曜日の「かぞくの日」に、家族で楽しく遊ぶことのできる行事として『みんな集まれ！あそぼう広
場』を開催するようになり、今年で２年目となりました。
６月21日に総合福祉センターいこい荘で行った『魔法の手、魔法の足 スキンシップで親子のふれあいを深め
よう』では、０歳から年長児までの親子が参加しました。まず子どもの足型をとり、丸太を使ったサーキット遊
びやマッサージ体験、ふれあい遊びを楽しみました。子どもたちの笑顔につつまれた活動となりました。今後も
楽しいイベントを開催予定ですので、みなさん親子やご家族で、ぜひご参加ください。

平成27年８月以降の『みんな集まれ!あそぼう広場』行事予定
（８月と３月は第３日曜日の「かぞくの日」とは異なる日の開催となります。）

●８月23日

親子でアウトドアクッキング

●９月20日

パパと楽しい工作（パパスクールin南部町に参加）

●10月18日

親子で緑水湖マラソンに参加しよう

●11月15日

親子でカプラに挑戦

●１月17日

親子でリレー書道展

●２月21日

親子でけん玉に挑戦

●３月19日

親子でふれあいクリーンウォークに参加しよう

チャレンジが子どもを育てる！

さまざまな体験活動が子どもを成長させる！

７月４日にすみれこども園で子育てセミナー『元気

体験は子どもの心身の成長にとって、とても大切な

でスクスク育ってほしいな〜身体づくり、よい姿勢と

ことです。南部町には、自然を体験することができる

は〜』が開催されました。鳥取県教育委員会特別支援

環境がたくさんあります。子ども

教育課指導主事の野口明紀さんを講師にお迎えし、親

たちは自然の中で遊ぶことで、驚

子でしっかり触れ合いながら、一緒に遊んだり、身体

きや感動を体験し、豊かな感性を

を動かしたりすることが大切だということを教えてい

育むことができます。

ただきました。
子どもたちには、どちらの道を歩かせたいですか？
アスファルトの道

石や土のデコボコ道

子どもたちはどんな体験をしていますか？
□ 自然の中で活動する

□ 友だちと遊ぶ

バランス・調整力・体幹

□ 動植物の世話をする

□ 地域の行事に参加する

周辺の動き・柔軟な筋肉

□ 家族で行事を行う

□ 家のお手伝いをする

が育ちます

国立青少年教育振興機構の資料より

次回は「パパスクールin南部町」についての情報をお伝えします。
【少子化対策・子育て支援に関する問い合わせ先】健康福祉課 少子化対策・子育て支援室 ☎66−5524
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どのような状況で
事故が発生したのでしょう
︻誤飲事故の事例︼
①子どもが足場を使って手に取ったくす
りを誤飲した︒
②片づけ忘れたくすりを誤飲した︒

日本病院薬剤師会では︑小さな子ど

子どもの手の届かない︑見えない所

況で起こったかをイラストにしていま

ターを作成しています︒どのような状

ものいるご家庭で注意するよう︑ポス

に保管しましょう︒保管する場合には

す ︒ 一 時 的 に せよ︑﹁ 服 用 の ため﹂﹁ 保

家庭でのくすりの保管ポイント

鍵のかかる場所に置く︑取り出しにく

管場所に戻し忘れた﹂などで通常の保

をつけていただきたいと思います︒

今一度︑おくすりの管理について気

要です︒

管場所以外に置かれる時にも注意が必

い容器に入れるなど︑複数の対策を講
じましょう︒

︻具体例︼

●高さ１ｍ 以下︵冷蔵庫内も含む︶
の場所には保管しない︒

●冷蔵庫に入れる場合は必ず食品
と区別する︒

●食品バックや缶などの︑子ども

が開けられない密閉容器を利用

③置き忘れたくすりを誤飲した︒
④兄の治療中に弟がくすりを誤飲した︒

する︒

ず︑すぐに片付ける︒

●服用・使用後はそのまま放置せ

●容器の蓋はしっかりと閉める︒

⑤甘い味のするシロップを多量に誤飲した︒
⑥子どもの目や手の届かない場所に保管
していたくすりを誤飲した︒
⑦収納し忘れたくすりを菓子と間違えて
誤飲した︒
以上のように︑思いもよらないケー

【連絡先】
■大阪中毒１１０番 ※365日24時間対応
☎０７２-７２７-２４９９
■つくば中毒１１０番 ※365日 午前９時〜午後９時対応
☎０２９-８５２-９９９９

中毒１１０番電話サービス
（通話料は相談者負担）

小さな子 ど も の た め に
くすりの保管には細心の注意を！

小さな子どもの誤飲事故１位に薬が！
皆さん︑ご存知でしょうか︒小児の
誤飲事故のトップが１９７９年︵昭和
年︶の調査開始以来︑初めてタバコ

を抜いて﹁医薬品﹂になりました︒
とくに１〜２歳の幼児に多く︑発生

スで起こっています︒
子どもは手の届くところにある物は

時刻は午後７ 時︑午前８時︑正午の順
で食事前後の時間で多くみられました︒

手に取ります︒手の届かない︑見えな
い場所に置いてある物さえも取ろうと
します︒そのことを十分に理解する必
要があります︒

子どもが医薬品を誤飲した際の相談機関

弘美
薬局長 門脇

喫煙者の減少も要因の一つですが︑
くすりの管理が適
切でなかったこと
が原因にあげられ
ます︒

日本病院薬剤師会が作成したポスター
︵町内の病院や薬局に掲示してあります︶
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54

http://www.saihaku-hospital.com/
西伯病院 66−2211（代表）

西伯病院だより

与える︒※意識がないとき︑吐き気

③冷たい水︑スポーツドリンクなどを

計を部屋に置いて時々確認し︑温度

と暑さを感じにくくなるので︑温度

特に高齢者の方は︑年齢を重ねる

熱中
中症
症・
・食
食中
中毒
毒に
に気
気を
をつ
つけ
けて
て︑
︑
夏を
を元
元気
気に
に過
過ご
ごそ
そう
う！
！
熱
夏
を訴えるときは︑口に水分を入れる
は

℃より低くしましょう︒

のは禁物です︒

暑い時期は食欲が落ちますが︑食

■食事はしっかりとりましょう

呼びかけや刺激に対する反応がおか

欲不振から体力がおちると熱中症に

④医療機関に運ぶ︒救急車を呼ぶ︒
しい︑意識がない︑吐き気などで自力

かかりやすくなります︒

食中毒

で水分の摂取ができないときは︑すぐ
に救急車を呼びましょう︒対応に迷っ
た場合も︑救急車を呼んでください︒

熱中症の予防について

①調理を始める前
②生の肉や魚︑卵などを取り扱う前後
③調理の途中で︑トイレに行ったり︑
鼻をかんだりした後
④おむつを交換したり︑動物に触れ
たりした後
⑤食卓につく前
⑥残った食品を扱う前
⑦携帯電話などを使用した後

つけない！

◎低温で保存する

℃以

℃以 下 で は 増

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖

が活発になりますが︑

殖 が ゆ っ く り と な り ︑ マ イ ナス

着した菌を増やさないためには︑低温

下では増殖が停止します︒食べ物に付

原因となる細菌やウイルスが食べ物に

で保存することが重要です︒肉や魚な

食中毒は︑その

のどの渇きを感じなくても︑こま

付着し︑腸内へ侵入することによって

■こまめに水分を取りましょう
めに水分を補給し︑塩分も一緒にと

できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう︒

どの生鮮食品や惣菜などは︑購入後︑

食中毒を防ぐためには︑細菌などを

なお︑冷蔵庫に入れても細菌はゆっ

発生します︒

食べ物に﹁つけない﹂︑食べ物に付着し

くりと増殖しますので︑冷蔵庫を過信

るようにしましょう︒病気などで水

た細菌を﹁増やさない﹂︑食べ物や調理

せず︑早めに食べることが大切です︒

分や塩分の制限のある人は︑かかり

器 具 に 付 着 し た 細 菌 や ウ イ ル スを
﹁やっ

■涼しい服装を心がけましょう

つけの先生に相談してみましょう︒
つばのついた帽子をかぶったり︑

つける﹂という３つのことが原則です︒

やっつける！

日傘で日差しよけをし︑風通しの良い
白っぽい服装をこころがけましょう︒

熱中症の半数以上は室内で発生し

手にはさまざまな雑菌が付着してい

◎洗う・覆う・分ける︵まな板や
容器︶

全です︒特に肉料理は中心までよく加

ろん︑野菜なども加熱して食べれば安

よって死滅しますので︑肉や魚はもち

◎加熱処理

ています︒節電も大切ですが︑熱中

ます︒食中毒の原因菌やウイルスを食

熱することが大事です︒中心部を

増やさない！

水で湿らせたりうちわであおぐなど

②衣服を緩め︑楽な姿勢にし︑皮膚を

症は命にかかわることです︒エアコ

べ物に付けないように︑次のようなと

℃

ほとんどの細菌やウイルスは加熱に

して体を冷やす︒※保冷剤等冷やす

ンや扇風機をつかって上手に部屋の

で１分以上加熱することが目安です︒

■エアコンなどを上手に使いまし
ょう

ものがある場合は首筋︑脇下の２か

きは必ず手を洗いましょう︒

所を中心に︒
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熱中症
７月以降︑鳥取
県内において連日
﹃熱中症警報・特別警報﹄﹃食中毒
注意報﹄が発令されています︒

熱中症警報・特別警報とは
南部町では︑熱中症警報︵最高気温
度以上︶が発令された日の午後０時

度 以 上 ︶お よ び 熱 中 症 特 別 警 報︵ 最 高 気
温
戒を呼びかける放送を行っています︒

体温が高い・歩けない・意識

頭痛・はきけ・体のだるさ

汗が止まらない

めまい・たちくらみ・筋肉痛・

熱中症の症状
◆軽度
◆中度
◆重度
がない・けいれん・呼びかけ
に対し返事がおかしい

28

温度に気を配るようにしましょう︒

熱中症の応急処置

15

75

①日陰などの涼しい場所へ移動する︒

10

30

分に︑防災行政無線にて熱中症への警

35

15

すこやかだより
66−5523
健康管理センターすこやか 66−5524

６月

日︑平成

27

年度南部町公民館は

教室が実施されます︒

第 回 南部町緑水湖
健康マラソン大会開催

午前８時

■会場／緑水湖︵緑水園︶周辺

務局内﹁南部町緑水湖健康マラソン大会﹂係

６４ ２
‐１８３

６４︲２１８３

︵アドレス
︶
http://runnet.jp/
︻申込・問い合わせ先︼南部町教育委員会事

６月

今月の

おせの背中

日の南部町公民館はんど

ん楽校﹁ツリ教室﹂の様子です︒

釣りの仕掛けづくりをするはん

どん先生の手先からやり方を覚え

ようと︑全員真剣な眼差しです︒

一方的に教わるのではなく︑
自分

から積極的にやり方を習得してい

ます︒﹁難しい﹂﹁できない﹂と悩みな

教室は︑それぞれのはんどん先

ツリ教室を含め︑はんどん楽校

がらも︑先生にポイントを手助け
■申込締切／９月 日︵火︶
してもらい︑最後にはそれぞれの
■申込方法／窓口でお申込みいただくか︑
竿が完成！笑顔で第１ 回目のはん
指定の郵便振替用紙にて︑郵便局で申
どん楽校を終えました︒３ 月には
し込みください︒
自分が釣った魚をさばけるように
インターネットからも申し込みできます︒
※
なっているかな？

ラスが異なります。

27

南部町成人式
実行委員募集

タイムを競う方からウォーキングされ

る方まで幅広く参加できる大会です︒

一生に一度の成人式
を︑自分たちの手でつ

月 日︵日︶ ※
雨天決行
分〜午後１時 分

■日時／

南部町教育委員会事務局

釣りの仕掛けづくりにみんな夢中です

くりあげてみませんか︒

ン ガ 教 室﹂﹁オ チ ケ ン 教 室 ﹂ は ︑ 参 加 者 を 追 加 で 募

人権・社会教育課︵担当 大下︶

※性別・年齢によりク できます。

同級生で集まって︑楽

月に数回開催す

日︵日︶に

集 し て い ます︒途 中 か ら の 参 加 も 可 能 で す ので︑参

☎６４︲３７８２

【5㎞】中学生以上

しく企画や準備をして
くださる新成人の方を
募集しています︒
※実行委員会は９〜

る予定です︒実行委員をしていただ

年１月

ける方は︑教育委員会事務局までご
連絡ください︒
※成人式は平成

プラザ西伯で開催予定です︒
■対象 ／南部町在住及び出身者で︑今
歳になられる方︵平成７ 年
４月２日〜平成８年４月１日生まれ

年度満

ものを友達にあげたい﹂など充実した時間を過ご

の方︶
■申込方法 ／住所︑氏名︑生年月日︑
電 話 番 号 を 明 記 の 上 ︑郵 送・Ｆ ＡＸ・
日︵金︶

Ｅメール等でご応募ください︒
■締切／８月

加をご希望の方はお気軽にお問い合わせください︒

現在︑定員を満たしていない
﹁ハタオリ教室﹂﹁ハ ︻申込・問い合わせ先︼

一年間活動を行います︒

っても︑学びや友達の輪が広がる楽校となるよう

子どもたちにとっても︑保護者のみなさんにと

志も集まり︑茶話会を行い︑交流を深めました︒

しました︒また︑送迎の合間の時間に保護者の有

帰 っ て か ら も 習 っ た こ と を や っ て み たい﹂﹁ 作 っ た

初 回 を 終 え た 子 ど も た ち は ﹁ 楽 し か った﹂﹁ 家 に

を利用して３月まで合計

は学べない体験活動の場として︑毎月１回土曜日

んどん楽校がスタートしました︒学校で

はんどん楽校スタート！
︻問い合わせ先︼南部町公民館 ☎６４︲３７８２

10

30

ウォーキング
☎６４ ３
‐７８２

生のもと元気に活動中！
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1.5㎞・3.3㎞

5㎞・10㎞

ハタオリ教室の様子

28

二部
一部

✉ kyouiku@town.nanbu.tottori.jp
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1,000円

18歳以下200円

30

大人700円

参 加 料

10

18

【10㎞】満16歳以上 どなたでも参加

15 参加資格

28
28

目
種

20

27

10

12

⁚

教育委員会事務局 64−3787

教育委員会だより

まちの話題
2015．8

子育ての一番の良薬は「まず、家族仲良く」
孫育て講座開催

６月29日と７月８日に、子育ての一番の協力者で頼れる存在
である祖父母世代を対象に、孫育て講座（教育委員会主催）が開
催されました。

当日は進行役に「とっとり母力リンク・ぽこりっと」代表理事

で、米子市を中心に活動している土山博子さんをお迎えし、なご

第３位

自分のことは自分で出来る自立心を

〇何よりも子どもたちにとって一番の手本であり、

思いやり・優しさを持った孫に

良薬は「家族みんなが仲良くする」こと
持った孫に

南さいはく

炭づくり教室
６月 日に森林公園内の炭窯で︑西伯

あいみ富有の里

笹まきづくりで地域の児童と交流

いました︒以前はどの家庭でも旬の食材

8
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小４年の児童と保護者︑総勢１６２人参
加し︑炭づくり教室を開催しました︒
この取り組みは︑鳥取県森林環境保全
税関連事業として平成 年から行い︑今

秋には︑
一般の方を対象に炭づくり教室

として笹まきを作っていましたが︑近頃

満足そうでした︒

しい！﹂と一人で何個も食べる子もいて

で包むのが大変だった﹂と話し︑﹁美味

参加した児童は﹁団子をこねたり︑笹

巻き︑仕上げは熱湯でゆで︑出来上がり︒

て次第に慣れたようで︑最後にいぐさで

戦苦闘していましたが︑大人の指導を得

り巻﹂に挑戦︒３枚の笹で包む作業に悪

る︑そのあと団子を笹で包む﹁ほおかむ

最初に団子をこね︑団子を小分けにす

流しました︒

体験という子どもたちも多く︑楽しく交

を開催する予定にしています︒
興味のある

わせ︑地域の小学生と笹まきづくりを行

富有の里では月遅れの端午の節句に合

巻くのは難しいなぁ〜

家庭で作ることも少なくなり︑初めての

ただきました︒

できない体験ができたと多くの感想をい

のこぎりで竹コップを作ったりと︑日頃

森林の話を聞いたり︑炭に触れたり︑

した︒

ものづくり功労者知事表彰﹂を受賞しま

事業取組に対し︑今年５月には﹁鳥取県

年で７年目になります︒また︑これらの

20

方は︑
協議会までお問い合わせください︒

竹コップづくりの様子

れ出して遊ばせてやりたい
第２位

21

窯から出された炭

〇南部町の豊かな環境を活かして、もっと外に連
（断然！）健康で、元気な孫に
第１位

★祖父母世代の意見
★祖父母世代が願う「こんな孫に」ベスト３

積極的な意見交換が行われました

やかな雰囲気の中で、祖父母世代の皆さんの豊かな経験からたく
さんの意見をいただきました。

教育委員会では今後も、祖父母世代と、現役の親世代、これから親になる世代との交流の場を持ち、祖父母世代
のみなさんの豊かな経験と知恵を活かしていきたいと考えています。（教育委員会 家庭教育推進員 古都英幸）

2015．8

まちの話題

思い思いに音楽を楽しみました

音楽を身近に感じるコンサート
てまおん！！開催
6月28日、富有まんてんホールで気軽に音楽を楽し
める環境を作りたい！という有志で開催される「てま
おん！！」が行われました。
今回は、オープニングに三崎の有志が演奏し、その
後はフォークロックバンド「Donkey(ドンキー)」の
ボーカルで2010年よりソロ活動を開始された田中秀
和さんと、米子市を中心に活躍中のはたがさき・ふぁ
みりぃ・ばんどの演奏で楽しみました。

（日）に開催予定です。ホームページやチラシ等でご案内しますので、ぜひご来場ください。
次回は８月30日
南部町公民館

☎64−3782

日頃の成果をお披露目
ふれあいチャリティー芸能大会
７月11日、第24回ふれあいチャリティー芸能大会が開催され、
演歌の歌声や、色鮮やかな踊り子たちが日頃の練習の成果を発表
しました。今年は、昨年度南部町公民館はんどん楽校「オチケン
教室」で学んだ会見小学校児童２名が小噺を披露し、会場を沸か
あお の

せました。また、ゲストに小学１年生のバイオリニスト坂口碧望
さん（日吉津村在住）が登場し、ステキなバイオリンの音色が会
見事な演奏を披露したゲストの坂口碧望さん

来場者の皆様から頂いた募金は、町内の小中
学校へ寄付します（募金総額:80,200円）

場に響きました。
この芸能大会は公民館教室等の発表の場として開催され、今年
も司会や舞台スタッフとして、南部中学校の生徒６名がボランテ
ィアとして参加しました。

大きな夢、
目標をもつ大切さを学ぶ
ＪＦＡこころのプロジェクト夢の教室
2004年アテネ、2008年北京オリンピックに出場した、元全
すぎやまさち こ

日本女子バレーボール代表選手の杉山祥子さんを夢先生に迎え、
７月９、10日法勝寺中学校２年生を対象に「ＪＦＡこころのプ
ロジェクト夢の教室」が行われました。
夢先生は「夢、目標にむかってできることをひとつひとつ増や
していく努力をする」など、自身が選手時代に学んだことを話さ
れました。そして、「失敗した時ほど達成した時の喜びは大きい。
勇気をもっていろいろな事に挑戦してほしい」とエールをおくっ
てくださいました。また「将来どうしたいのか？そのためにどう
するのか？」と質問されると、「料理を作る人になりたい。その
ために、家で家族と一緒に料理を作って覚えたい」とさっそく語
る生徒の姿がみられました。
９月には西伯小、会見小、南部中で夢の教室が行われる予定です

9
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まちの話題
再生神話のふるさとを駆け抜ける参加者

初夏の風を感じながら再発見！
大人の里山サイクリングVol.0開催
南部町では６月から、自転車を貸し出す事業を行
っており、そのモニターツアーとして6月28日に
「大人の里山サイクリングVol.0」（南部町観光協
会主催）を開催しました。
このサイクリングツアーは、「自転車というツー
ルを使い、町内の自然や町民の方々の温かさなどに
触れる事のできる機会を増やしていこう」という目
的で行われました。

今回のテーマは自然で、約10kmをサイクリング。参加者からは「普段、通ることのない脇道を通って楽しか
った」「久しぶりに自転車に乗って気持ちよかった」などの感想がありました。主催した南部町観光協会は「今
後もテーマを変えて、南部町の魅力をたくさんの方と共有、そして発信して行きたい」と話しました。

今後のスケジュールはホームページなどを通じて発信していきますので、ご確認ください。
南部町観光協会HP

http://www.town.nanbu.tottori.jp/kanko/

☎３０‐４８２２

社会のマナー・責任を学ぶ
町内中学生職場体験学習
町内２校の中学２年生を対象に、職場体験学習が実施されま
した。法勝寺中学校73人、南部中学校27人が町内34事業所に
分かれてさまざまな職業を体験しました。
この取り組みは、働くことを通して職業への意識を高めるの
と同時に、地域の方とのふれあい、また社会に貢献する意欲を
養うことを目的としています。
体験した生徒からは「今まではゴミを出すばかりだったけど、
集める人たちがいるから環境が守られていることが分かった」
「周りへの感謝の心が大切だと思った」など、それぞれが貴重
な４日間を過ごせたようでした。

職場体験学習期間：法勝寺中学校６月23日〜26日
南部中学校７月６日〜９日
（写真上）お客様の車を丁寧に磨きます
（写真下）現場作業の様子を番組制作のため撮影

あけおめ出演者&まちの話題募集！
毎年元旦から放送している「みんなのあけましておめでとう」の出演者を募集します。踊って歌って新年の
挨拶をしてみませんか？もちろん一言メッセージでもＯＫ！個人で、グループで明るく新年を迎えましょう。
また、広報なんぶ「まちの話題」への情報もお寄せください。みなさんの知っている「南部町」をどんどん
教えてくださいね。待ってま〜す！

【受付・問い合わせ先】なんぶＳＡＮチャンネル
☎６６−３３３１ ✉nanbusan@town.nanbu.tottori.jp
広報なんぶ
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法勝寺中学校︻学校教育目標︼

本校では︑体育祭や文
所に掲示していただきました︒

したし︑新聞についても町内各

﹁感動﹂と﹁一体感﹂
︒ ペースを割いてもらったりしま

子どもたちは異なる環境・文化・

泊﹂を 初 め て 取 り 入 れ ま し た︒

は︑読谷村の民家に泊まる﹁民

自ら目標や夢を持ち︑人と関わり合いながら︑主体的に行動できる生徒

化祭等の行事を行う時

例えば︑本校の体育祭では３
拠だと実感すると同時に︑感謝

れ︑見守ってくださっている証

を町民の皆さんが温かく受け入

こうしたことは︑本校の生徒

ました︒

故郷の良さを味わって帰ってき

て 多 く の こ と を 学 ぶ と 同 時 に︑

して︑人との﹁関わり﹂につい

風習を持つ人たちとの交流を通

は︑この二つの言葉を

年生が中心となった縦割りの組
の気持ちで一杯になります︒

特に大切にしています︒

毎に工夫を凝らした応援や︑よ

様々な問題を自分たちで解決し

み ま す が︑そ の 中 で 出 て く る

デアを出し︑練習し︑本番に臨

性﹂で す︒そ の た め に は ま ず︑ すので︑今まで以上にご支援ご

ワードは﹁志﹂
﹁関わり﹂
﹁主体

校教育目標を定めました︒キー

本校は︑本年度から新しい学

れる学校﹂を目指して頑張りま

頼される学校﹂以上に﹁期待さ

ルとして︑
地域の皆さんから﹁信

本校はコミュニティ・スクー

ていく過程で学年を超えた﹁一

学校から変わらなければなりま

り質の高い競技を目指してアイ

体感﹂が培われ︑本番で経験す
せん︒

協力をよろしくお願いします︒

る﹁感動﹂が更に﹁一体感﹂を

学校の本分である﹁学習﹂に

校と連携して﹁子どもたち相互

程などを見直し︑普段の授業の

夏
田野
植え
菜体
採験
れ会
まか
しら
た感
♪じたこと

ジャガイモ３種︑にんじん︑

野林
徳
々上亜
ゆ美
き

こんにちは︒南部

なす︑はちみつにブルーベリ

町内農家の協力のおかげで︑

の事業に取り組んでいます︒

が出来ました︒協力して下さ

今後は直売所への野菜出荷︑

りがとうございました！

った農家の皆さん︑本当にあ

したのは︑トマト︑キュウリ︑

の野菜を集荷しました︒出荷

を出してみたい方︑この事業

今回じゃがいもを出して下さった
遠藤さん

かけください︒

るさと納税の﹃夏野菜セット﹄ に興味がある方は気軽にお声

６月から７月にかけて︑ふ

とりどりな季節になりました︒ 販売にも取り組みます︒野菜

菜もたくさん出来てきて︑色

ましたね！それと同時に夏野

夏の日差しが強くなってき

促 進 する﹃庭 先 集 荷﹄ 無事に夏野菜を出荷すること

町内の野菜販売を

農業部門の徳林です︒ ーでした︒

町地域おこし協力隊

地域おこし協力隊の
つぶやき

ふるさと納税夏野菜セットで
出荷した野菜︒とてもみずみ
ずしいです！

とくばやし

の うえ

の

とくばやし
の の うえ

高める︑そんな行事を生徒と一

文化祭では演劇や合唱︑教科

の関わり合いによる主体的な学

ついては︑本年度から西伯小学

展示等の他に︑数年前から地域

び﹂を共同研究していくことに

緒に目指しています︒

の方々にお世話になって﹁法勝

を行っています︒昨年は一式飾

中で前述の３つのキーワードに

寺 一 式 飾 り﹂と﹁新 聞 づ く り﹂ なりました︒学習規律や学習過

り用の道具を保管する倉庫を建

迫ろうとする取り組みです︒
また６月末の沖縄修学旅行で
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てていただいたり︑常設展示場
に中学生の作品を展示するス

沖縄の皆さんと一緒に！

○徳林 ☎64-3783
☎30-4822
（南部町観光協会内）
（産業課内）

○野々上☎64-3783
○徳林
☎30-4822
（産業課内）
（南部町観光協会内）
○野々上

地域おこし協力隊

地域とともに育む
教育を目指して

こんにちは！
南部町立法勝寺図書館 66−4463

南部町立図書館です

天萬図書館 64−3791

南部町立図書館は
「本」を通して子育てを応援しています
その１

子育て本の本棚

その２

子育て本の本棚

子育て支援センター

カンガルーのポケット

にもあります！

〜子育て応援コーナー〜
妊娠・出産、名づけ、離乳食のレシピ本、お父さ

町内３ヵ所の子育て支援センターにも子育て本

んの子育て、おじいさん・おばあさんの孫育てなど、

コーナーがあります。育児以外にも、忙しいお母さ

子育てに関する様々な本をピックアップしたコー

んのお助けレシピ本、収納や片付けのヒントになる

ナーを作りました。法勝寺図書館・天萬図書館の絵

本、ほっこりなごむ写真集など、町立図書館の本を

本コーナー近くにありますので、お子さんと一緒に

定期的に入れ替えています。センターによっては貸

いらっしゃいませんか？

出し可能な場合がありますので、お気軽におたずね
ください。

【子育て本の本棚があるのはこちらです】
■南部町子育て総合支援センターのびのび
（東町）
■（つくし保育園）『ふれあい広場ひなたぼっこ』
読みメンコーナー
も好評です

■すみれこども園子育て交流室『あいあい』

８月は おはなし会が2つ あります
８月のおはなし会

おはなしぽっぽ
なつのおはなし会
■日にち／８月29日(土)

■日にち／８月23日
（日）

午後７時〜

■場

所／天萬図書館

■内

容／子どもから大人まで楽しめる

ストーリーテリングや、わらべうたなど

■時

間／午前10時30分〜

■場

所／天萬図書館

■内

容／なつのおはなし

※冊子『夏休み 活動案内』（小・中学生に配布）
でご案内していた日時から変更しています。

こちらは
親子参加で子育て
応援ポイント

８月の行政書士無料相談会

６月のおはなし会では

■日 に ち／８月19日（水）
■時
間／午前10時〜午後１時
■場
所／法勝寺図書館２階
■相談内容／相続・遺言・クーリングオフなど
※予約不要
※秘密厳守
■主
催／鳥取県行政書士会
■共
催／南部町立図書館

図書館川柳

図書館は

おはなしの部屋

「読みメン」が登場！大型
絵本の読み聞かせをして
いただき、子どもたちも
大喜びでした。

冷暖完備の

本の森
広報なんぶ
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三世代同居をご検討中のかたへ

南部町三世代同居等支援補助金

【申請・問い合わせ先】
建設課（法勝寺庁舎内）
☎６６‐３１１５ ６６‐４４２６

町内における三世代同居を推進し、子どもを安心して産み育てられ、高齢者と一緒に暮らせる健康で幸せな住

環境を創ることを目的に、住宅の新築・増改築及びリフォームを行う方に、その経費に対し補助金を交付します。

１．補助対象者

２．補助対象工事

新築等に要した経費を負担し、次の要件を全て満たす

①工事に要する費用が10万円以上であること。

方です。

※原則、事前着工は認めません。

①町外及び町内の他集落から、夫婦または親子で転入転

②倉庫、門扉など補助対象とならない工事がありますの

居により、新しく「三世代同居世帯等」として居住し

で、建設課へ確認してください。

ようとしている方
※「三世代同居世帯等」とは
親・子・孫等の三世代以上で構成される家族が同居す
る世帯で、申請時に三世代目が15歳以下であること。
ただし、二世代目が35歳以下の夫婦であれば、三世代

３．補助金額
対象工事の３分の１の額で、補助上限を60万円とし
交付します。

４．補助金の返還
次の場合は補助金の返還対象となります。

目は要しない。
②事業完了してから引き続き３年以上にわたり、三世代
同居世帯等を継続する見込みである方
③補助を受けようとする方及び、同居の親族が、町税等

①不正な行為があったとき
②実績報告を提出した日から３年以内に補助対象の要件
を欠くとき
③その他町長が、返還が必要であると判断したとき

を滞納していない方
④暴力団の構成員、及びその団体に所属していない方

♡お待たせしました！『南部町恋さ〜くる』活動開始♡
少子化対策の一環として平成26年度からスタートした町内
独身者の結婚支援事業『南部町恋さ〜くる』
（NPO法人むすびに
委託）が、今年度もいよいよ活動始めました！
『南部町恋さ〜くる』とは、南部町のステキな独身男女と県
町内外の独身男女が時間をかけて交流し、恋愛から結婚へと導
くことを目的とするサークルです。
『南部町恋さ〜くる』を通して、じっくりとあなたに合った
ステキなお相手を見つけましょう♪『南部町恋さ〜くる』は、
あなたのステキな結婚への近道です。
『南部町恋さ〜くる』のメリットは、♥登録料が無料♥プロ
の手厚いサポート♥コミュニケーションがとりやすい…などな
ど。詳しくはホームページで検索！！

♥恋さ〜くるイベント情報♥
♡９月１９日（土） モテるための「男性向けの恋学講座」
♡９月２７日（日） 出会いの会「恋のウォーキングラリー」
※詳しくは広報なんぶ９月号、ホームページ、チラシ等でお知らせします。

スマホ・携帯からは上記
ＱＲコードからアクセス
してください。

【申込・問い合わせ先】ＮＰＯ法人むすび（代表：宮本）
☎090-９５０２-１６５１
【担当課】企画政策課
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国勢調査を実施します

平成27年

●

国勢調査は、平成27年10月１日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯
が対象です。

●

平成27年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で欠くこと
のできないデータを得るために実施いたします。調査結果は、さまざまな法令
にその利用が定められているほか、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防
災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。

●

今回の調査では、先にインターネットでの回答を受け付け、インターネットで
回答されなかった世帯に紙の調査票を配布して調査を行います。紙の調査票は、
調査員に直接提出いただくか郵送でも提出いただけます。

南部町では、９月10日から国勢調査員が資料の配布とご説
明に伺います。皆様のご協力をお願いします。
【問い合わせ先】企画政策課 ☎66‐3113
国勢調査については「国勢調査2015キャンペーンサイト」をご覧ください

http://kokusei2015.stat.go.jp/

国勢調査2015

検索

総務省・鳥取県・南部町
納め忘れている国民年金保険料を

過去10年間分納付できる後納制度
後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年９
月までの３年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度です。
制度を利用し、納め忘れになっている過去10年以内の保険料を納めることで、年金を受給する場合に受給
額が増加したり、加入期間が足らなくて年金が受給できなかった方でも、年金を受給できるようになります。
後納制度をご利用される場合は、事前に日本年金機構に申し込みをされる必要があります。
年金番号がわかる年金手帳、印鑑、本人確認できる書類をお持ちになり、お近くの米子年金事務所にて手続
きをしてください。
制度について詳しくは、下記に電話またはホームページをご覧ください。

■米子年金事務所

☎34-6111

■日本年金機構ホームページ

■国民年金保険料専用ダイヤル

☎0570-011-050

http://www.nenkin.go.jp
広報なんぶ
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集

鳥取県西部広域行政管理組合
消防吏員採用試験

■試験日・科目／

月下旬頃〜

教養試験︑適性検査︑体力試験

●第１次試験 ９月 日
︵日︶
●第２次試験

手話奉仕員養成講習会
︻入門編︼受講者募集
聴覚障がい者のコミュニケー
ション支援を行う手話奉仕員を
養成するため︑講習会を開催し

月中旬頃︵第１次試験合格者
に別途通知︶
ます︒

■内容／厚生労働省手話奉仕
員養成カリキュラムに準じて
実施
︵１︶
実技
︵２︶聴覚障害者福祉等に関する

︵火︶
●受講申込締切／９月 日
必着

︻受講申込・問い合わせ先︼
〒６８２ ０ｰ８２２

倉吉市葵町７２４ １ｰ５
鳥取県中部聴覚障がい者センター

談

☎０８５８ ２ｰ７ ２ｰ３５５
０８５８ ２ｰ７ ２ｰ３６０

相

多重債務・法律相談会

多重債務やヤミ金融等の相談

を弁護士や司法書士等の専門家

が無料でお受けします︒

事前予約制
※
︵火︶
■日時／８月 日

︵木︶
９月 日

午後１時 分〜４時

第２会議室

■会場／米子コンベンション

センター３階

︵ 米 子 市 末 広 町 ２９ ４ ︶

■対象／聴覚障がい者等の福祉

が役場相談窓口に来室し︑面談

毎月第２火曜日に専門相談員

西部消費生活相談室

︻申込・問い合わせ先︼

消費生活相談会

に理解と熱意を有する方︵高

または電話で相談をお受けして

■８月相談日／８月 日︵火︶

午後５時

■時間／午前 時〜正午

︿休業日﹀祝祭日︑年末年始

相
※談日の午後は︑ご希望によ
り集会などに出向き︑事例紹

町民生活課
︵天萬庁舎内︶

対策協議会

■相談時間／午前９時〜正午

希
※望者多数の場合は抽選を行
います︒

介を交えた講座を行います︒
■受講申込方法及び申込期限

☎６４ ３ｰ７８１

︻申込・問い合わせ先︼
︽その他試験コース︾

記入し︑左記の住所宛﹁手話

●受講申込方法／受講申込書を

事務所にあります︒

てください︒申込書は町福祉

在中と赤で記入の上︑郵送し

奉仕員養成講習会受講申込書﹂

学生医学科学生︑防衛医科大

スト代別途︶

■受講料／２︐０００円︵テキ

口
︵天萬庁舎１階 町民生活課︶

■会場／米子コンベンションセン
■定員／ 名

︻主 催︼多 重 債 務・ヤ ミ 金 融 問 題

30

■場所／南部町消費生活相談窓

毎週木曜日

分〜

事
※前予約の申し込みは︑左記
相談機関にお願いします︒
校生以上︶

います︒困ったことがあればご
21

■受講期間／ 月 日〜︵ 回︶
15

ター
︵米子市末広町２９４︶
他

連絡ください︒

☎３４ ２ｰ６４８
︿受付時間﹀午前８時

講義

30

作文試験︑面接試験︑健康審査

一般曹候補生・自衛官候補生
︵陸・海・空︶要員募集
一般曹候補生︑自衛官候補生
要員を募集します︒
■年齢／平成 年４月１日現在
歳以上 歳未満の方︵平成

元年４月２日から平成 年４
月１日までに生まれた方︶

■受付期間／８月１日︵土︶

10

10

●防衛大学校学生︑防衛医科大
学生看護学科学生
︻問い合わせ先︼
自衛隊米子地域事務所
☎３３ ２ｰ４４０

17 18

11

29

11

20

〜９月８日︵火︶

40

■採用予定日／
平成 年４月１日
■募集職種・人員／
消防吏員・ 名
■応募資格／
●昭和 年４月２日以降に生ま
れた方︵ 名程度︶
●平成 年３月に高等学校を卒
業見込みの方︵５名程度︶
■申込受付期間／
︵金︶
８月３日
︵月︶
〜８月 日
午前８時 分〜午後５時 分
︵土曜日及び日曜日を除く︶
郵
︵金︶
消
※送の場合は８月 日
印有効
指
※定の受験申込書により提出
してください︒
受験案内及び受験申込書は︑
※
本組合ホームページからもダ
ウンロードできます︒
︻消防局ホームページ︼
10

20

15

10

28

27

21

http://www.tottori-seibukoiki.
jp/syobo/index.html
■申込受付場所
〒６８３ ０ｰ８５３
米子市両三柳５４５２番地
鳥取県西部広域行政管理組合
消防局総務課
☎３５ １ｰ９５１

№131
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内

■会場／米子コンベンションセ
ンターＢＩＧ ＳＨＩＰ
︻松江会場︼
■日にち／ 月 日︵日︶
■会場／松江テレサ

今年もうなばら荘で楽しい
思い出を〜８月イベント〜

中庭の日本庭園で毎年開催

︻庭園バーベキュー︼

ｍ のＮゲ

︻Ｎゲージ・ジオラマ展︼
ロビーに一周約

■駐車場／２０００台︵バスの

案内はチラシをご覧ください︶

シをご持参いただくと︑何人

は︑各家庭に配布されるチラ

ー ジ ・ ジ オ ラ マ を 設 置 し ま す ︒ ■注意事項／南部町民の皆さま

また庭園を走るミニトレイン

屋外ならではの開放感を味わ

日吉津温泉 うなばら荘

︻問い合わせ先︼

︻問い合わせ先︼第 回なんぶ町

ご入園いただけます︒

でも無料でとっとり花回廊に

﹁うなばら号﹂も運転予定です︒

内容︑申込方法などの詳細に

いながら︑肉類・海鮮類・野

民花火大会実行委員会事務局

︵南部町観光協会内︶

№131 16
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案

出会いの場づくり
婚活イベント開催
出会いの場づくり婚活イベント
ついては松江市ホームページ

菜などを生ビール飲み放題で

︵土︶ 日
︵日︶
し て い る バ ー ベ キ ュ ー で す ︒ ■開催日／８月 日

を開催します︒会場は２会場で
に掲載しています︒

中 海 ・ 宍 道 湖 ・ 大 山 圏 域 で ︑ ■内容・申込方法／イベントの

すので︑ご都合の良い方へご参

☎２７ ２ｰ０１８ ２７ １ｰ９６０
アドレス
http://unabarasou.jp/

お楽しみください︒︵ソフトドリ

☎３０ ４ｰ８２２

【問い合わせ先】健康福祉課
☎66−5524

夏の夜空を彩る３０００発花火の祭典

受付時間▶12:45〜13:15

アドレス

時間▶10:00〜12:00

加ください︒

日時▶８月21日（金）

■対象／ 歳代〜 歳代の独身

家族が日頃の思いを話し合う場

http://www1.city.matsue.shim ンクもあります︶
︵月︶
まで
ane.jp/koyou/deainoba/deainoba ■開催期間／８月 日

認知症の方の家族のつどい

の人で︑米子市︑境港市︑日

場所▶東西町コミュニティセンター

14

場所▶のびのび

第 回なんぶ町民花火大会

対象▶町内にお住まいの乳幼児

22

実施日▶９月４日（金）

吉津村︑大山町︑南部町︑伯

対象▶H24.4･5･6月生

耆町︑日南町︑日野町︑江府

受付時間▶9:00〜10:00

■日時／８月 日︵日︶

９月９日（水）

午後８時〜

場所▶健康管理センターすこやか

※雨天の場合は８月 日︵土︶

日時▶８月12日（水）

16

に延期します︒

乳児健診【３歳児健診】

り事業実行委員会事務局

日時▶９月２日（水）

14

参加費▶100円（茶代）

dukurijigyou.html
︻問い合わせ先︼出会いの場づく

場所▶総合福祉センターいこい荘

■会場／とっとり花回廊

場所▶健康管理センターすこやか

〒６９０ ８ｰ５４０ 松江市末次
町 松江市定住企業立地推進課

上野・池野・鶴田・荻名

☎０８５２ ５ｰ５ ５ｰ２１５

認知症の方を介護している
内容

町︑出雲市︑安来市︑松江市

対象地区▶田住・井上・金田・

広報なんぶ

20

23

25

対象地区▶御内谷・縄平・朝金・

のいずれかにお住いの人︑通

受付時間▶8:00〜10:00

31

▲

すこやか乳幼児相談

22

10

受付時間▶8:00〜10:00

勤通学している人︑または機

市山・浅井・高姫

会があれば住んでみたいと考

日時▶８月17日（月）

86

日時▶８月18日（火）

えている人

対象地区▶東西町

40

11

検診別内容▶セット健（検）診

10

集団健診

０８５２ ５ｰ５ ５ｰ９２０
✉ teijukigyou@city.matsue.lg.jp

場所▶総合福祉センターいこい荘

︻米子会場︼

受付時間▶8:00〜10:00

20

■日にち／ 月 日︵日︶

元気サポート

おしらせ

2015．8
子育て支援行事

６月16日〜７月15日届出分

（８月11日〜９月10日）

妊婦さんとねんねの赤ちゃんの日

（敬称略）

日時▶毎週月曜日

10:00〜１2:00

場所▶すみれこども園

氏

名

保護者

住

所

朱音 （敬介・麻衣） 諸

木

あか ね

◎松原

かえで

◎西谷

楓

◎細田

結愛 （大輔・瞳）

ゆ

（拓実・佳代子） 阿

賀

あ

道河内

えみ か

◎小林

咲華 （裕二・彩）

田

住

一智 （直史・奈津樹） 天

萬

い

◎仲田
な

な

ち

か

◎重道菜々夏 （竜二・美加） 上中谷

プール遊び
日時▶８月18日・20日・25日・27日
場所▶のびのび

あいあい行事Ⓟ
内容▶ミニミニ夏祭り
日時▶８月18日（火）9:30〜11:00
場所▶すみれこども園
※かきっこクラブはあいあい行事に参加

園開放日
名

年 齢

住

所

日時▶８月11日（火）9:30〜11:00

●陶山

幸和

90歳

阿

賀

場所▶ひまわり保育園

●畑

薫

89歳

氏

日時▶８月20日（木）9:30〜11:00

西
田

場所▶つくし保育園

●野口てる子

96歳

鶴

●安野

堅

86歳

上中谷

●岡田

賢

90歳

下中谷

●高住

修二

81歳

阿

賀

●桑名

和子

58歳

福

成

●石上

知幸

59歳

法勝寺

日時▶８月21日（金）10:00〜

●植尾

将空

58歳

福

場所▶南部町公民館さいはく分館

成

おはなし・ドンさんのお話会Ⓟ
日時▶８月19日（水）10:30〜11:00
場所▶のびのび

にじいろポケットⓅ
内容▶すいか割り

※届け出時に広報への掲載を同意された方のみ載せています

６月30日現在

人

口

前月比

男

5,353人

−15 人

女

5,955人

−13 人

計

11,308人

−28 人

世帯数

3,895世帯

− 8 世帯

みんな集まれ！あそぼう広場Ⓟ
内容▶親子でアウトドアクッキング
日時▶８月23日（日）9:30〜12:00
場所▶緑水湖森林公園キャンプ場
（Ⓟ：南部町子育て応援ポイント事業）

子育てに関することはお気軽にご相談ください

8月の税金・使用料

★健康管理センターすこやか☎66‐5524

・町県民税
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・下水道使用料

★すみれこども園

納付期限

・公営住宅家賃
・学校給食費（7月分）
・保育料

８月31日（月）

税金・使用料のお支払いは「便利・安心・
確実な」口座振替をぜひご利用ください

17
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★子育て総合支援センターのびのび☎66‐4403
子育て交流室 あいあい☎66‐3208
★つくし保育園
ふれあい広場 ひなたぼっこ☎66‐2143
★教育委員会事務局☎64‐3782

【問い合わせ先】健康福祉課

☎66−5524

広報なんぶ

CALENDER

８月11日〜９月10日

８/11

火

●消費生活相談日
（天萬庁舎）
9：00〜12：00

27

木

12

水

●なんでも相談（し）9：00〜11：30

28

金

13

木

29

土

14

金

30

日

15

土

31

月

16

日

９/1

火

17

月

2

水

18

火

3

木

19

水

●なんでも相談（し）9：00〜11：30

4

金

20

木

●点字教室④（天）10:00〜12:00
●手話講座③（法）19:00〜20:00

5

土

21

金

●手話講座③（天）19:00〜20:00

6

日

22

土

7

月

23

日

8

火

●消費生活相談日（天萬庁舎）9：00〜12：00
●消費生活ミニセミナー
（天萬庁舎）
14：00〜15：00

24

月

9

水

●なんでも相談（し）9：00〜11：30
●法律相談（し）9：00〜 ※要予約

25

火

●西伯病院健康講座（地域交流ホール）
13:30〜

10

木

●点字教室⑤（天）10：00〜12：00
●人権・行政相談（交流会館）13：30〜16：00

26

水

●中学校始業式
●なんでも相談（し）9:00〜11:30

西伯病院休診日
町立図書館休館日

◆ノーメディアデー

◆かぞくの日

●なんぶ町民花火大会
（とっとり花回廊）20:00〜

●図書館おはなし会（天）10：30〜

なんぶSANチャンネル

（整理日）

●小学校始業式

●土曜開校
●おはなしポッポお話し会
（天）19:00〜

（スのみ運行）
スクールバ

◆ノーメディアデー

●町体トレセン利用調整会議
（天萬庁舎）19:00〜
●なんでも相談（し）9：00〜11：30
●人権・行政相談（し）9：00〜11：30

●体育祭（法勝寺中学校、南部中学校）

ふれあいバス運休日
総合福祉センターしあわせ休館日

今月のオススメ番組

皆さん、初めまして！６月からSANチャンネルに仲間入りした亀原です。縁あって今年３月
に島根県から嫁いできました。よろしくお願いします！今年は戦後70年。５月から戦争時
代のインタビュー番組を放送してきました。終戦の日を迎える８月はスペシャルとして、終
戦直前に大山口駅でおこった列車空襲事件についてお送りします。ぜひご覧ください。
【８・９月の主な番組予定】
●８月１０日〜 戦争の時代を生きた〜大山口列車空襲〜
●
１７日〜 どろんこまつり（仮）
●
２４日〜 南部町恋さ〜くるＰＲ
●
３１日〜 なんぶ町民花火大会
●９月 ７日〜 ののちゃん＆ほのまるのなんぶ探訪
（城跡編）
「戦争の時代を生きた」より
他にも様々な番組を放送します。

（法）
・・・法勝寺図書館
（天）
・・・天萬図書館
（富）
・・・富有まんてんホール
（し）
・・・総合福祉センターしあわせ
（い）
・・・総合福祉センターいこい荘

広報なんぶ
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学校給食をご家庭で

ピーマンとツナのサラダ
〜カラフル夏野菜を取り入れて〜

ピーマンには、カロテン、ビタミンCが多く含ま
れています。特にピーマンに含まれるビタミンCは
熱に強いので、たくさん摂取することができます。

すみれこども園で

園庭の芝生植え付け作業が行われました
７月11日にすみれこども園で、園児や保護者、そして
地域住民の方々のご協力により、芝のポット苗の植付け作
業が行われました。
当日は晴天の下、園児たちも自分たちが植えた芝生の上

ピーマンは子ども達の苦手な野菜の一つですが、ツ
ナとあわせたカラフルなサラダは食べやすく、人気
の献立です。ぜひご家庭でもお試しください。

で走り回るのを楽しみにしながら、芝生が無事に成長する
様に願いを込めて頑張りました。現在、芝も根を広げ順調
に生育しており、芝生が一面に広がるのが楽しみです。
◀ガイナーレ鳥取のマスコット
キャラクターガイナマンも芝
植えに参加

▶最後はみんなで
記念撮影。お疲
れ様でした！

材料（４人分）

俊司

№131

№48

健康福祉課長 山口

2015.８

リレー
エッセイ

山歩のススメ

19 広報なんぶ

小松谷川にもホタルが舞っていました

てくる︒恥ずかしいので誰にもその表情は

【協力】食生活改善推進協議会
会見・西伯学校給食センター

よく﹁さんぽ﹂に出かける︒私の場合は

【給食献立例】麦ごはん・あごだんごとわ
かめのスープ・大山鶏の梅ソース・ぶどう
ゼリー

見せたくないのだが︒

④ ①②③を合わせてできあがり。

山歩なのだが︑最近忙しいので行けず山欠

身の力だけ︒こんな人間の根本にせまる充

うゆを混ぜる。

たとえ嵐が吹こうと︑頼れるのは自分自

なぜ山に行くのかと問われれば︑気の利

実感をリアルに味わえる状況は︑僕にとっ

③ 米酢、カロリーハーフマヨネーズ、薄口しょ

状態だ︒

いたことを言おうとするが出てこない︒た

② ツナ缶は油を切ってほぐしておく。

て山以外には

じ２杯分）

だ︑どんなシーンが好きかと自分に問え

とうもろこしは茹でて身だけにする。
（大さ

ありえないの

ピーマン、
きゅうりを熱湯に入れて茹でる。

ったばかりだ︒

千切りにする。切った野菜のピーマン、赤

ば︑はっきりしている︒それは﹁どこまで

① ピーマン、赤ピーマン、
キャベツ、きゅうりは

である︒

作り方

も続く山の稜線に自分ひとり︒背中のデカ

薄口しょう油‥‥‥‥‥‥‥ 小さじ1/2

さあ︑どこ

カロリーハーフマヨネーズ‥‥‥‥ 30g

いバックパックに衣食住の全てを入れ︑朝

※

を山旅しよう

米酢‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥少々

の風に吹かれて立っている﹂という状況

●ツナ缶‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30g

か︒２０１５

●とうもろこし‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20g

だ︒かなりナルシスト的な光景だが︑そう

●きゅうり‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60g

年の夏は始ま

●キャベツ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 100g

なのだから仕方がない︒

●赤ピーマン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20g

実際︑山に入ってこういうシチュエーシ

●ピーマン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50g

ョンに置かれると︑うれしくて顔がにやけ

１食分当たりエネルギー43kcal・塩分0.2g

101
南部町のいきものたち ◯

ゴマダラカミキリ

■顔馴染みのカミキリ虫

相当の被害を出しているという

てみて欲しい虫の声です︒また︑ によって北アメリカに入り込み︑

こと︒近縁種であるツヤハダゴ

で最もよく見かけるカミキリム
カミキリムシの肩書き通り︑ア

ことで︑﹁世界の侵略的外来生

り合わせて︑キーキーとよく音

シです︒大きさは約３㎝ ︒触角
ゴに薄い紙を噛ませるとアグア

物ワースト100﹂にも名前が

マダラカミキリは︑木材の輸入

が体より長いとオスという特徴
グと挟んで︑本当に紙に穴を開

上げられています︒

南部町の﹁町の鳥﹂ブッポウ

ころですが︑そう都合良く害虫

No.131

を出します︒是非︑実際に聞い

は︑カミキリの仲間全般に共通
けて噛み切ってしまいます︒我

出会った際には︑﹁今年も会え

ソウは︑カミキリムシの仲間も

害虫として生産者の方を困らせ

だけを食べてくれる訳でもない

にしていただければ幸いです。

ゴマダラカミキリは︑南部町

しています︒背中には︑ごま塩
が家の庭先でも︑ほぼ毎年のよ

たね！﹂と︑里山のレギュラー

よく食べます︒ゴマダラカミキ

う に 網 戸 や 玄 関 で 見 ら れ ま す ︒ ■ブッポウソウの大好物

を思わせるような斑点が多数入
った水玉模様があります︒

メンバーの登場に喜びつつ︑触

た情報もあり︑よき栄養源にな

って︑鳴かせて︑写真を撮って︑ リの破片が巣箱の中から出て来
家族一同で遊ばせてもらってい

っているようです︒後継者不足

えている昨今︑増え過ぎたカミ

で放置された果樹園が徐々に増

ます︒

■実は困った害虫ちゃん

ています︒成虫は︑ミカンの仲

ので︑なかなか思うようにはい

キリムシの繁殖抑制にもブッポ

間や︑クリ︑イチジク︑ブルー

かないものです︒いずれにして

子ども達には人気のゴマダラ

ベリーなどの果樹に好んで産卵

も身近な生き物として︑極端に

ウソウの餌取りを応援したいと

し︑孵化した幼虫は材の部分を

増えたり減ったりすることがな

カミキリですが︑実は農作物の

食いあさり︑樹木に大きなダメ

桐原真希

いようにと思います︒
自然観察指導員

ージを与えます︒農園にはあま
りいて欲しくない昆虫の一つで︑
駆除対策に苦慮されているとの

■問い合わせ先：☎66-4755

■休館日：毎週火曜日(火曜日祝日は翌日)

祐生出会いの館【緑水湖畔】

捕まえると︑胸の節ををこす

撮影：桐原佳介
法勝寺中学校にて

戦後七〇年−平和を考える満州国資料展

７月15日(水)〜９月14日(月)

祐生コレクションの中には、満州国関連資料が1800点以上あります。このた

び265点を展示いたしました。

また、同町鴨部の遠藤治男さんの安東からの引き揚げ記録も展示いたしまし

た。満州からの引き揚げのご苦労の一端を知っていただき、平和を考える機会

